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順行
されているが︑社会人の試合は
正式ルールで︑対戦相手は一切
手加減しないガチンコ勝負︒ボ
ロ負けが続いていたのだが︑
﹁初任校で指導を始めてから
年目の 年︑一般社会人チー
ムに初めて４対３で勝ったんで
す︒保護者の方と手を取り合っ
て︑
涙を流しましたね﹂
同年からは︑親交の深い谷沢
健一氏
︵元中日︶
が設立した社会
人の硬式野球クラブチーム・Ｙ
ＢＣフェニーズ︵現ＹＢＣ柏︶を
コーチとしてサポート︒久しぶ
りに硬球に触れると︑翌年異動
した先にはソフトボール部がな
かったため︑しばらくは硬式野
球を堪能した︒監督となった
年︑ＹＢＣ柏は全日本クラブ野
球選手権大会に初出場し︑いき
なりベスト４に進出する︒久保
田さんによると︑
﹁選手が考えているのはチーム
の勝利︑プレーの向上︑あるいは
人間関係⁝⁝社会人のクラブ
チームでも︑特別支援学校でも
指導の本質は同じということに
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よくかんで含めるような日常の
積み重ねだ︒健常者女子の強
豪チームの胸を借りれば０対
︑当たりそこねのヒット１本
で︑あわや完全試合という屈辱
も味わった︒だが︑だからこそ
なおのこと本気になる︒
﹁私自身がウインドミル投法に
驚くレベルでしたから︑子ども
たちに教えるにはまずは自分
が手本を示したいと︑早稲田大
ソフトボール部の吉村正先生に
教えを請いました︒チームの練
習が終わってから居残りで個人
練習し︑マスターしたところで
子どもたちに伝えたんです︒運
動能力では健常者にヒケをと
らない子もいますし︑またひと
つの技術を習得すると︑その次︑
その次と意欲も出てくるんで
す︒やがては︑変化球にも意欲
的に取り組んでくれました﹂
特体連の大会だけでは飽き
足らず︑都の連盟の好意で︑
一般
社会人チームとも対戦を重ね
た︒特体連の大会なら︑たとえ
ば盗塁ナシなどルールが簡素化
21

障がい者指導一筋 年
特別支援学校の単独チームで甲子園を目指す︱︱
ぜひその夢実現を

﹁ソフトボール︑
やろうぜ！﹂
足を目標にまっすぐにし︑グラ
東京都で特別支援学校の教
ブをはめた腕で︑バランスをと
師を務める久保田浩司さんは︑ る⁝⁝悪戦苦闘１時間︒夢中
新入生にそう声をかける︒都 で手ほどきするうち︑あさって
立調布南高︑日本体育大を経て の方向に行っていたボールがだ
教師となり︑養護学校︵当時︒ んだん相手の胸に向かい︑距離
２００７年の学校教育法改正
も延びていく︒そして︑ある１
により現在は特別支援学校︶に
球が︑ハッとするような軌跡を
赴任して３年目の１９９０年︑ 描いた︒いったじゃん！ とヨ
ソフトボール部の顧問を任され シトミ君に声をかけると︑
て以来の年中行事だった︒
﹁
〝ニコッ〟と︑踊り出しそうな
ほどいい表情をして⁝⁝心がざ
ヨシトミ君との出会い
わつきましたね︒知的障がいが
ある子たちでも︑やればできま
すし︑できたときの達成感も大
きい︒それ以来︑ソフトボール
の指導にどっぷりハマり︑のめ
りこみました﹂
久保田さんは︑そう振り返る︒
指導して２年目には︑東京都特
別支援学校・特別支援学級設
置学校体育連盟
︵特体連︶
のソフ
トボール大会に優勝し︑そこか
ら５連覇︒異動した先々でも指
導を重ね︑優勝回数は を数え
た︒打ったらマウンドに走って
いたようなチームだから︑根気
大学時代はベンチ入りでき
なかったが︑本格的に野球に取
り組んだ自負がある︒だが︑知
的障がいのある子を指導するの
は︑ちょっと勝手が違う︒練習
時間になっても集まらず︑打っ
たはいいがマウンド方向に走り
出す︒戸惑いを感じていたそん
なある日︑ヨシトミ君という生
徒が真剣な目で訴えてきた︒
﹁キャッチボールを教えてくだ
さい﹂
︒投げてごらん⁝⁝ぎく
しゃくしたフォーム︒鷲づかみ
だった握りを修正し︑踏み出す
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くぼた・ひろし■1966年１月、東京都八王子市生まれ。都立調布
南高―日本体育大で硬式野球部所属。大学卒業後の88年４月、
都
立養護学校教諭に採用され、主にソフトボール部を指導。都大会
で通算14回優勝に導く。そのかたわら社会人硬式野球クラブチー
ム・ＹＢＣ柏の指導にも携わり、2014年には全日本クラブ選手権
４強入り。ＮＰＯ法人日本ティーボール協会常務理事も務める。
主な著書に「磨けば光る子どもたち」
（文芸社・2001年）
「養護学
校では野球ができない」
（大学教育出版・2009年）
「あの時の野
球とあの子たち」
（大学教育出版・2020年）
など
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和だといえるだろう︒
特別支援学校も︑全日制高校
と同じ承認手続きを経れば︑日
本高野連に加盟できる︒つまり︑
特別支援学校の生徒が野球を
やりたければ︑門戸は開かれて
いるわけだ︒そして⁝⁝同じ土
俵で挑戦を続けることが︑可能
性を大きく広げることは︑社会
人チームに勝利したソフトボー
ルで立証済みだ︒
学校教育法改正以前の ︑
年には︑沖縄の北城ろう学校が
沖縄大会に出場した例がある︒
改正後では 年春︑鹿児島特別
支援学校が生徒の要望で野球
部を創部し︑夏に高野連加盟が
認められると︑その秋から連合
チームとして大会に出場した︒
年には︑特別支援学校として
は全国で初めて﹁夏﹂に参加︒

夏は未勝利だが︑６校の連合で
臨んだ 年秋には︑初めての白
星も記録している︒
今回のセンバツでは︑富山北
部・水橋が 世紀枠候補となっ
たが惜しくも連合チーム初の
甲子園出場はならなかった︒ま
た︑ 世紀枠で選出された八戸
西の監督は︑久保田さん同様特
別支援学校に勤める小川貴史
さんで︑
両校は︑
清掃活動や用具
の補修など通じて交流を深め
ているという︒
﹁私が特別支援学校のソフト
ボールにどっぷりハマったのは︑
〝キャッチボールを教えてくれ〟
というヨシトミ君の言葉がきっ
かけでした︒〝甲子園に行きたい︑
野球をやりたい〟という生徒が
いたら︑ヨシトミ君のときのよ
うに︑道筋をつけるのが教師の︑
大人の役割じゃないでしょうか︒
そして︑ゆくゆくは特別支援学
校単独チームで甲子園を目指
したい︒現実的にはむずかしく
ても︑ソフトボールでは単独で
試合ができましたから︑不可能
ではないと信じています﹂
と久保田さん︒思えば︑ 年
前はめずらしかった横文字の名
前の球児も︑いまではごく日常
になった︒多様化︑少子化の時
代にはやがて︑連合チームの甲
子園出場さえ︑ふつうの光景に
なるのかもしれない︒そこに︑
特別支援学校の生徒が加わる
ことも⁝⁝︒
そして久保田さんはきっと︑
生徒たちにこう声をかける︒﹁野
球︑
やろうぜ！﹂
と︒

※お問い合わせは久保田浩司
（携帯０９０―４６６１―６０２２）
まで
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あらためて気がつきました﹂
る力がありましたが︑当時は連
合チームという選択肢がなかっ
た︒いまは部員不足による連合
も認められているので︑特別支
援学校に野球をやりたい子がい
れば︑
垣根を取り払いたい﹂
学校が統廃合される場合に
限り︑新旧学校による連合チー
ムの出場を日本高野連が認め
たのは１９９７年︒２０１１年
には︑東日本大震災で部員数が
減少した高校同士による連合
チームの出場を特例で認め︑
年の夏からは︑部員８人以下の
複数校による連合や︑部員を他
校から借りることも認められ
た︒同じ都道府県の高野連に
加盟し︑原則として週２回ほど
の合同練習をすることなどが
条件で︑ことに公立校や小規模
校の部員減に対応した条件緩
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⬆特別支援学校のソフトボール部を指導、都大会は5連覇を
達成など通算14回優勝に導いた
➡久保田氏にとって障がいのある生徒たちへの野球指導は
ライフワークになった

本プロジェクトは、全国の知的障がいのある生徒に「硬式野球、や
ろう！」
と呼びかけ、応えてくれた生徒に元プロ野球選手や社会人野
球経験者が指導を行います。その実践を重ね、知的障がいのある生
徒が甲子園大会の予選に出場し、普通高校野球部員と対等に硬式野
球をできることを目指します。
◉発足記者発表▶３月６日
（土）
◉対象者▶全国の特別支援学校高等部生徒（新１年生〜新３年生）
◉第１回練習日▶３月27日
（土）
予定
◉指導者▶久保田浩司
（都立中野特別支援学校教諭）
荻野 忠寛
（元千葉ロッテマリーンズ投手）
社会人野球経験者＝白石幸
（内野手）
、
堀越万里
（外野手）
小笠原大騎
（捕手）
、
浦崎裕理
（外野手）
、
浅利俊
（投手）

⬆特別支援学校の授業にティーボールを取り入れ、
生徒たちに打撃の指導を行う久保田氏
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一般生徒に交じって
十分通用する生徒たち
そして⁝⁝教師生活 年目
の来年度を︑異動先の新天地で
迎える予定の久保田さん︒ソフ
トボールとはしばらくご無沙汰
だが︑
いま胸に抱くのは︑
特別支
援学校の生徒に︑甲子園という
夢を見せてやることだ︒こんな
経験がある︒家庭環境が原因
で適応障がいとなり︑普通高校
から特別支援学校に転入して
きたある生徒︒野球をやってい
たと聞き︑ソフトボールに誘う
と︑一人だけ別次元の打球を飛
ばす︒中学時代︑シニアリーグ
で多少は知られた存在だった︒
﹁あの子くらいなら︑一般生徒
に交じっても十分以上に通用す
34
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知的障がいのある生徒の甲子園大会予選出場を目指し
発足！

◆お知らせ◆

「甲子園 夢 プロジェクト」
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